
 

 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
 
 

進 行 田中 克 ＳＡＡサブ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

ソング 我等の生業 斉唱 

童 謡 たなばたさま 斉唱 

 

 
〔会長挨拶〕    岡崎正六 会長 

 
 
皆さん今日は、久し振りに何名かの方にお逢い

できました,今後共よろしく御願い致します。九州、

四国地方は、大雨による被害が多発しています。 
関東地方は雲の多い日が続き太陽が恋しくなりま

す、ただ朝夕涼しくて助かりますが、どうぞ風邪

など引かぬよう気をつけてください。年々盛大に

行われる本庄祇園祭りが近づいてきました、各町

内準備に追われ忙しそうです、雨が降らないこと

をお祈りいたします。 

本日、第２５７０地区ガバナー 石川嘉彦様よ

り、本庄 RC 加藤玄静様が、ガバナーノミニ－

（２００９－２０１０年度ガバナー）として、満

場一致で指名されましたとのお知らせがありまし

た。おめでとうございます。 
詳しくは、パストガバナー 高橋福八様よりご

説明いただきます。 
第一例会にて２名の増員ができ７４名のスター

トです、今後共皆様の協力で一人でも多く増強が

出来ますよう宜しく御願い致します。 
例会終了ごクラブ協議会を行います、会長エレク

ト、副会長、SAA，四大奉仕 
委員長、及び各小委員長さんの発表を願い致しま

す。 
 広聴広報委員会よりのお願いでございます。 
卓話、委員会報告、等週報に載せる文面について

の原稿を、必ず、広聴広報委員会に提出お願い致

します。 
 
〔諮問委員会〕高橋福八パストガバナー 

 
 
７月９日の諮問委員会で正式に加藤玄静氏が

2009 から 2010 年のガバナーに、満場一致で決定さ

れました。 
間違った文章が出たため、決定までの間に多少

の混乱も有りました。 
会としても滅多に経験できないことが、できる機

会でもあるので、全面的にご支援を願いたい。 
和光 RC は２０数名の会員で、ガバナー選出が不

可能かと思っていたが、やってみたらいろいろな
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体験ができ、楽しかったとも聞いております。本

庄 RC としてもその様な結果となりますよう期待

致しております。 
 
〔幹事報告〕 矢島淳一 幹事 

 
 
皆様こんにちは。幹事報告を申し上げます。は

じめに、先週、年度計画書をお配りしましたとこ

ろ、その後、何点か誤りの指摘がありましたので

正誤表を作成いたしました。訂正してお詫び申し

上げます。 
報告事項ですが、塙保己一先生遺徳顕彰の会の

入会案内が来ています。入会申し込み書を正面入

り口のテーブルの上に置いてありますので各自お

持ちいただいて申し込みをよろしくお願い申し上

げます。 
次に、「友」インターネット速報、ロータリー

ワールド、Ｌet’s ぼらんてぃあ 16 号の配布物が届

いておりますので回覧させていただきます。 
最後に本庄市ボランティアグループ第一例会のお

知らせが届いております。 
以上で本日の幹事報告を終わります。ありがとう

ございました。 
 
〔例会プログラム説明〕澁澤健司 委員長 

 
 
 
新年度の第一回目の卓話は山田喜一会員です。

ロータリーの綱領の中に「業務を通じて社会に奉

仕するために、その業務を品位あらしめること」 
とありますが、各企業を皆様に知ってもらうため

に、会社の業務内容を話してもらいます。 
 
 
 
 
 
 

〔卓 話〕広報委員会 山田喜一 委員 

 
 
本庄ロータリーに入会して一年が経ちました。 

今回、若手から行こうかと言われ、壇上に立つ事

になりました。宜しくお願いいたします。 
 印刷もいろいろな種類があります。当社では、

一般商業印刷・各種伝票類・グラビア印刷・大型

インクジェット出力など、何種類かの印刷をして

ています。 
最近原油の高騰で、紙・インキ・資材が値上が

りし、利益が厳しくなってきておりますが、これ

からも仕事とロータリーをがんばって行きたいと

思います。宜しくお願いいたします。 
 
〔委員会報告〕 五十嵐敦子 会員 

高校生社会体験活動について 

 
 
 
初仕事として、皆様ご協力をお願い致します。 

前回浅田さんから紹介、依頼をお願い致しました

職業体験につきまして、本庄北高校へ行って参り

ました。高校生社会体験活動と言います。１０月

２３，２４，２５日、１年生７０名を予定してお

ります。本庄北高校は、４年間定員割れが続き、

６年間で平均８％の生徒が退学している現状です。

妻沼高校や鶴ヶ島高校などの５つの高校では、職

業体験を導入した処退学者に歯止めがかかったと

の報告があり、そこで、地元の本庄北高校のため

に皆様にご協力をお願い致します。周辺のＲＣも

含め７０名の受け入れ先を予定致しております。

名簿を作成致しましたので、受け入れの可能な方

は、お願いします。 
 
 
 
 
 

 



2009～2010 ガバナーノミニー 
加藤玄静 会員 

 
 
職業奉仕をして参りました。真下建設（株）さ

んの社長交代に伴い社長継承式を行って参りまし

た。７月９日の諮問委員会で 2009 から 2010 年の

ガバナーに満場一致で決定されました。 
本庄ＲＣの諸先輩方に改めて感謝致します。就任

までの間は、与えられた役職を全う致したく、今

後とも皆様のご協力をお願いします。 
 
 
〔ニコニコＢＯＸ〕坂本雄一 委員長 

 
 
藤井会員 
「ニコニコ委員会の皆様、ご苦労様です。」 
金井会員 
「これから、宜しくお願い致します。」 
加藤会員 
「皆様の、ご支援と高橋パストガバナーのご協力

で、2009～2010 年のガバナーとしてノミニーされ

決定致しました。」 
茂木会員 
「加藤玄静ガバナーノミニーおめでとうございま

す。」 
高橋会員 
「2009～2010 年度ガバナー決定おめでとうござい

ます。」 
 
新年度の新四大奉仕委員長。SA チーフよろしくお

願い致します。 
 
岡崎正六 渋谷修身 田中 克 中島高夫  
巴 高志 杉山淑子 萩原達夫 竹並栄一郎 
五十嵐敦子 金子 章 立石秀寿 金子 弘 
中村 孝 
 

山田喜一さん新年度の第一回目の卓話宜しくお願

いします 
 
戸谷 丈 矢島淳一 今泉憲治 岡崎正六 
武井包光 三宅健吉 岩淵富男 坂本雄一 
高柳育行 梅村孝雄 下山正男 温井一英 
横尾 巧 橋本恒男 八木茂幸 野村正行 
佐藤賀則 町田国彦 真下恵司 斉藤清一 
井下 典 関根 貢 春山茂之 澁澤健司 
小此木昭二 松原幹男 野沢章夫 
 
本日投入金額合計 58､000 円 
 
 
〔出席報告〕石原 修 委員長 
 

 
 
 
 

 
 
 
次回プログラム発表 
プログラム委員会   渋澤健司 委員長 
 

 
 

次回のプログラムは、地区クラブ奉仕部門委員長

の加藤玄静氏による「知って得をする仏教の話－

その１．お経の話」です。是非皆さん楽しみにし

て下さい。 
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クラブ協議会 

 
〔会長エレクト〕金子 弘会長エレクト  

 
 
茂木さんと一緒に一生懸命頑張りますので宜し

くお願い致します。 
 
〔クラブ奉仕、職業奉仕担当副会長〕 
武井包光 副会長     

 
 

クラブ奉仕委員会の八木委員長と職業奉仕委員

会の五十嵐委員長を担当致します。 

また、委員会活動をするときには、クラブ奉仕に

関わる９人の委員長は必ず八木委員長に申し出て

下さい。 

会長、幹事はあくまでも補佐的立場ですので、橋

本氏の担当の委員会につきましても同様に、それ

ぞれの副会長に連絡をお願い致します。 

 

〔社会奉仕、国際奉仕担当副会長〕 

橋本恒男 副会長

 
 

社会奉仕、国際奉仕担当を担当致します。昨年

は、国際奉仕を担当致しましたが、社会奉仕は初

めの委員会ですので、一生懸命やらさせて頂きま

す。武井副会長と共に二人で一人前に成れるべく

頑張ります。 

〔ＳＡＡのメンバ－紹介〕 
ＳＡＡ 田中 克チーフ 
 

 
 

方針 

例会をはじめ全ての諸会合がリラックスムードの

中で楽しく行われるよう、常に気配りをし、会場

監督の任に当たる。 

 会長方針の「進んで参加し、楽しもう」の実現

の為にＳＡＡは具体策として 

① 例会場の雰囲気を変更いました。見栄え・景

観・会場レイアウトの変更、席順も委員会別

を主にパスト会長を各テーブルに、そして欠

席がちな人も各テーブルに分配、各テーブル

が全体的に、にぎやかで見た目にも活気ある

景観を演出させる。 

② 例会時の童謡唱歌の採用、第二・第三例会々

場の雰囲気が和む、和らぐ、リラックス 

  各月毎に季節に合った曲を選曲致します。 

③ 例会時の食事の手配の件 

毎週火曜日の正午に食事の数を発注します。

従って欠席が事前にわかる場合は出席委員長

に月曜日までに届出をしてください。参考ま

でに昼食は￥1,575 円、夜食は 2,625 円なるべ

くロスをなくす為ご協力を。 

④ 夜間例会について 

新入会員の祝賀会を含め慶賀、祝事は極力、

夜間例会時を活用し、出席率の向上と、より

メンバーの親睦交流を深めよう。各委員会の

協力して頂き取り行う。ドリンクは乾杯よう

のビール、ウーロン茶は各テーブルに 3～5 本 

ぐらい用意します。但しそれ以上のものは今

まで通り各自負担。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔クラブ奉仕委員会〕八木茂幸 委員長 
 

 
内部に９委員会有り、具体的な内容につきまし

ては、各委員会に委ねます。 

会長方針である「進んで参加し楽しもう」とい

う主旨から、当委員会の役割は大きいと思います。 

例会の企画につきましては、ためになる講師等楽

しい企画内容をお願いします。出席率向上や、会

員増強のためにも、例会企画にはこだわって頂き

たい。 
 

〔選考分類委員会〕戸谷 丈 委員長 

 
 

会員の入会時に委員会の機能が問われる委員会

であります。一業種一人主義ではありますが、本

庄ＲＣは５０名以上の会員数ですので、ある程度

緩和されています。また、今日の時代背景からし

ても新しい分野と考えられる仕事は多くあります。 

会員増強からもその妨げと成らないよう、応援す

ると言う立場で活動致します。多くの方のご紹介

をお願い致します。 

メンバー 井河久昇副委員長 小此木利明委員 

〔ロータリー情報委員会〕 
加藤玄静 委員長 

 

 

新入会員予定者の研修、入会後の情報提供、そ

して役員の研修が委員会の活動となります。 

地区では、名称を会員研修と変えるべく検討され

ています。 

ＣＬＰでは会員数３０人を境に組織の構成が変

わっている。本庄ＲＣは３０人以上なので、９委

員会中会員増強、広報ロータリー情報（会員研

修）の３委員会に次年度か、その次ぐらいには成

る予定です 

メンバー 野村正行副委員長 渋谷修身委員 

     金井澄雄委員 高橋福八委員 

 

〔拡大増強委員会〕 真下恵司 委員長 

 
 

昨年から当委員会に関わっているメンバーの協

力のもと活動を行っていきたい。 

ウィルキンソン会長、石川ガバナー、岡崎会長

も会員拡大を優先課題として掲げております。ま

た、８月は拡大増強月間でもありますので、会員

紹介カードを配布致しますので、ご紹介をお願い

します。 

メンバー 下山正男副委員長 巴 高志委員 

     佐藤賀則委員 

 

〔出席委員会〕 石原 修 委員長 

 
 

会長方針に従い、入り口にて会員を笑顔で迎え、

楽しい会としての第一印象を良くしたい。 

欠席がちの会員については、紹介者と共に参加を

促していきたい。欠席届については火曜日までに

提出下さい。 

メンバー 金井直樹副委員長 横尾セツ委員 

     坂上俊夫委員 金井福則委員 

     坂本優蔵委員  



〔雑誌記録委員会〕町田国彦 副委員長 

 
基本方針は、ロータリーの三大義務である例会

の出席、会費の納入、ロータリー友の購読です。 

各雑誌の購読から会員のロータリーの知識の収得

ができ、その推奨に努めたい。特に新入会員には 

活用を勧めたい。また、ためになる記事の紹介や

投稿を勧めたい。関連委員会とも連携して毎月発

表広報を行います。今月の紹介記事は、石川ガバ

ナーの報告とＲＣに対する意識調査についてです。 

メンバー 黒岩三雄委員長 岩堀 薫委員 

     巴 高志委員 金沢喜作委員 

 

〔広報広聴委員会〕 小此木利明 委員長 
 

 
 

当委員会は入会して初めての担当となります。

例会の度に時間と手間のかかる活動となります。 

スピ－チ等はメールや文章での提出をお願い致し

ます。また不意のスピーチ等は記載されない場合

がありますのでご理解くださいますようお願いし

ます。今後、週報については様々な情報を載せて

いきたい。 

メンバー 山田喜一副委員長 金子 章委員 

〔親睦委員会〕 中島高夫 委員長 

 

メンバーの知恵をお借りして良い企画を考えて

いきたい。月第一例会では、誕生日などのお祝い

を実施致します。秋の移動例会から家族同伴の夜

間例会など数多くの事業ありますが、会員の皆さ

んに楽しく参加できるよう頑張ります。 

 

メンバー 萩原達夫副委員長 井下 典委員 

山本道彦委員 石原 修委員 

巴 高志委員 澁澤健司委員 

佐藤賀則委員 

 

〔プログラム委員会〕 澁澤健司 委員長 
 

 
 

会長の「進んで参加し楽しもう」という方針の下、

多くのメンバーの卓話をお願いして運営をしてき

たいと考えております。 

 

メンバー 岡芹正美委員 今泉憲治委員 

 

〔ニコニコＢＯＸ〕 坂本雄一 委員長 
 

 
 

会長方針を念頭にニコニコしながらちょこちょ

こ集金させて頂きます。１年間宜しくお願い致し

ます。 

 

メンバー 三宅健吉副委員長 神宮つぐよ委員 

     金子 章委員 浅香 匡委員 

 

 

 

 

 

 

 



〔社会奉仕委員会〕 温井一英 委員長 
 

 
 
基本方針については年度計画書通りです。 

事業計画については、 
１.地域社会の情報を収集し、地域に密着した奉仕

活動の推進する。と言う考えにより半年をかけ

て情報収集を行い報告をしたい。 
２.青少年プログラムへの参加については、日本か

ら折原さんが行き、アメリカから男の子が来る

予定です。 
３.商業祭＜楽市＞への参加は例年通りです。 
４.アイバンク登録推進事業の継続は、家族の理解

こそ必要なことですので、大きく伸ばすことは

難しいようです。 
現状ではライオンズクラブより実績があります。

５.ブライダル委員会が２０年ぶりに復活しました。      
皆様の周囲に結婚希望者がおられましたら、毎 
月 第２土曜日に相談の場を作る予定ですので、 
申し込みをお願い致します。石川ガバナーも成 
功させたいと力をいれております 

 
 
 
 
〔新世代委員会〕 斉藤清一 副委員長 
 

 
 
海外交換留学生の受け入れ、送り出しが主たる

活動となり、詳細は年度計画書を参照してくださ

い。 
 

メンバー 中村 孝委員長 関口雅之委員 

 
 

〔地域社会奉仕委員会〕 
立石秀壽 副委員長 

 

 
 
基本方針並びに事業計画につきましては年度計

画書を参照してください。 
 

メンバー 狩野輝昭委員長 竹並栄一郎委員 

     横尾 匠委員 
〔アイバンク委員会〕巴 高志 委員長 
 

 
 
社会奉仕委員会 温井委員長の下、当委員会を

運営していきます。委員会メンバー紹介 
春山バスト会長のアドバイスを受けて、一人で

も多くのアイバンク登録、献眼を推進したい。 
メンバー 高柳育行副委員長 関根 貢委員 

 
〔職業奉仕委員会〕五十嵐敦子 委員長 
 

 
 
今年度のテーマは「ロータリーは分かち合いの

心」で、職業奉仕については「職業奉仕を通して 
愛を分かち合う－専門的な知識や能力、特技を生

かして分かち合う」であります。 



２５７０地区では「青少年を守る。教育の支

援」と発表されております。これらをふまえ委員

会の基本法新事業計画をたてさせて頂きました。

「分かち合いの心」の想いを受け、皆様のご協力

を頂き運営をしていきます。 
 

メンバー 飯塚明男副委員長 竹並紀松委員 
 
〔国際奉仕委員会〕   

岩渕委員長が代わりにて紹介 
 
委員長からの伝言にて発表致します。 

世界寺子屋運動、ネパール就学制度の支援につい

ては、寄付を募りたい。青少年交換プログラムの

協力については、会長方針でもあり推進したい。

世界の難民問題については、これに関わるビデオ

を例会にて放映したい。 
本庄市のガイドブックが日本語、ボルトガル語、

中国語があるが英語版がないので発行をしたい。 
 

メンバー 戸谷清一委員長 茂木 正副委員長 
     岩渕富男委員 杉山淑子委員 
     松原幹男委員 
 
〔国際奉仕委員会〕岩渕富男 委員長 

  
 
書き損じはがきの回収は毎年行ってはいること

ですが、今年も同様に実施します。また、ＮＰＯ

に関わる事業を実施すべく検討しております。 
メンバー 春山茂之副委員長 南 正委員 

     境野三郎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ロータリー財団委員会〕 
岩渕委員長が代わりにて紹介 
ポール・ハリス・フェロー、財団の友について

多くの皆様にご理解頂き寄付のご協力をお願いし

たい。 
メンバー 杉山淑子委員長 浅香 匡委員  
 
 
〔米山奨学会〕  下山正男 委員長 

  
 

当委員会は日本独自の委員会であり、世界に誇

れる存在です。日本の奉仕団体の中でも最大級の

規模であり年間１７億以上の奉仕を実施しており

ます。２２日勉強会が有りますので会長と参加し

て参ります。 
メンバー 松原幹男副委員長 古瀬末雄委員 

     福島 修委員 塚越 茂委員 
 

  
広聴広報委員会  小此木利明・山田喜一・金子 章 

 
■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30   ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号   E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1      ホームページ     

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571   http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html


